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耽误 dan1 wu4
遅らせる、手遅れに
なる、滞らせる

耽误了你的时间
dan1 wu4 le0
ni3 de0 shi2
jian1

お手間を取らせまし
た

le了0 助詞
動態助詞と語気助詞の二つが有
る。

ni你3 あなた
あなた一人が、猫嫌い。キーワードは
[猫,一] 漢字は 「你」

担当 dan1 dang1
重要な仕事、任務の
担当

dang当1
当然,、担当す
る、互角である

当たったー、スバルのダッチワイ
フ。キーワードは [ダッチワイフ,
スバル] 漢字は 「当」

担心 dan1 xin1 心配する xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、
クリスマスソング。キーワードは
[クリスマス,音] 漢字は 「心新辛馨
欣」の1番目

担任 dan1 ren4 一般的な担当 ren任4
任せる、たとえ
～であろうと

見知って任せた調理は、リボンを
巻いて恩人にあげる。キーワード
は [リボン,恩] 漢字は 「认任饪」の
2番目

负担 fu4 dan1 負担 fu负4 背負う、負ける

覆面した婦人に負けた父さん富士
山付近で反復腹踊り、副フィアン
セドッキリ。キーワードは [フィア
ンセ,踊り] 漢字は 「覆妇负父富附
付复腹副」の3番目

承担 cheng2 dan1
引き受ける、受け持
つ

cheng承2 承認の承

オレンジの城が完成して、誠意あ
る承認工程に乗れば、エンジェル
の腸ねん転が治る。キーワードは
[腸ねん転,エンジェル] 漢字は 「橙
城成诚承程乘」の5番目

分担 fen1 dan1 分担する fen分1
時間の分、分け
る、分かれる、
分数

ムード有るふん単位の恩返しは、
ファスナーを開いてあげること。
キーワードは [ファスナー,恩] 漢字
は 「氛分」の2番目

别担心 bie2 dan1 xin1 心配しないで bie别2 別れ
別れは、帽子を、夜振ってお別れ
する。キーワードは [帽子,夜] 漢字
は 「别」

xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、クリスマス
ソング。キーワードは [クリスマ
ス,音] 漢字は 「心新辛馨欣」の1番
目

不必担心 bu2 bi4 dan1
xin1

心配ない bu不4
あらず、否定
の、ブ

恐ろしい、布部を歩むな、ビール
を飲んで踊っていろ。キーワード
は [ビール,踊り] 漢字は 「怖布部步
不」の5番目

bi必4 必須、必要

卒業の時、壁が閉まるのを避ける
為、必ず靑だま貨幣で、ビールを
一本買う。キーワードは [ビール,
一] 漢字は 「毕壁闭避必碧币」の5
番目

dan担1 担う

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の2番目

xin心1 心

心が新しければつらくても、漂ってくる
うれしい音は、クリスマスソング。キー
ワードは [クリスマス,音] 漢字は 「心新
辛馨欣」の1番目

耽 dan1 dan耽1
遅れる、ぐずぐ
ずする

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の1番目

wu误4 間違える

悟くんが務めで物を間違えて踊っ
ても生き埋めにしてはいけない。
キーワードは [生埋め,踊り] 漢字は
「悟务物误勿」の4番目

dan担1 担う

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の2番目

dan担1 担う

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の2番目

担 dan1
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单击 dan1 ji１ クリック ji击1 撃つ、攻撃する

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の5番目

单数 dan1 shu4 奇数 shu数4 数（名詞）

樹木の数を束ねて述べる術で、踊
り人はシューマイをもらう。キー
ワードは [シューマイ,踊り] 漢字は
「树数束述术」の2番目

单位 dan1 wei4 勤め先、部門、 wei位4 位

衛生的に胃の位置は未だなぐさめ
を畏れるために味が生き埋めに
なっている。キーワードは [生埋
め,味] 漢字は 「卫胃位未慰畏为喂
谓味」の3番目

单人床 dan1 ren2
chuang2

シングルベット chuang床2 ベッド
ベッドで王様は腸ねん転。キー
ワードは [腸ねん転,王様] 漢字は
「床」

单人房 dan1 ren2 fang2 シングルルーム fang房2 部屋

部屋で妨害を防ぐには、スバルを
歌いながらフォークで身構える。
キーワードは [フォーク,スバル] 漢
字は 「房妨防」の1番目

单程票 dan1 cheng2
piao4

片道チケット cheng程2
道のり、進んだ
距離、規定

オレンジの城が完成して、誠意あ
る承認工程に乗ればエンジェルの
腸ねん転が治る。キーワードは [腸
ねん転,エンジェル] 漢字は 「橙城
成诚承程乘」の6番目

piao票4 票、券
きれいな票に、ピアスを付けて薬
にする。キーワードは [ピアス,薬]
漢字は 「漂票」の2番目

单眼皮 dan1 yan3 pi2 一重瞼 yan眼3 眼
眼は演技のエメラルドグリーン。
キーワードは [エメラルド,眼] 漢字
は 「眼演」の1番目

pi皮2 皮

ビールは疲れた脾臓の皮を、ポッ
キーで一枚削って飲む。キーワー
ドは [ポッキー,一] 漢字は 「啤疲脾
皮」の4番目

订单 ding4 dan1 注文書 ding订4 予約する
予約で定めた宝石は、ディオール
ブランド。キーワードは [ディオー
ル,宝石] 漢字は 「订定」の1番目

简单 jian3 dan1 簡単 jian简3 簡単の簡

減ったはさみのカードを拾って簡
単に検査するには、眼をジェット
機のように、早く動かす。キー
ワードは [ｊｅｔ機,眼] 漢字は 「减
剪柬捡简检」の5番目

账单 zhang4 dan1 請求書 zhang账4 帳簿

障害の有るタケオの帳簿は、杖を
ついてスバルに乗った爺さんが
持ってくる。キーワードは [爺さ
ん,スバル] 漢字は 「障丈账帐杖」
の3番目

床单 chuang2 dan1 シーツ chuang床2 ベッド
ベッドで王様は腸ねん転。キー
ワードは [腸ねん転,王様] 漢字は
「床」

单 dan1

dan单1 単に

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の3番目

ren人2 ひと
愛有る人は、恩を感じるがロボッ
トは、感じない。キーワードは [ロ
ボット,恩] 漢字は 「仁人」の2番目

dan单1 単に

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の3番目

2/5



漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ 漢字 漢字の意味 フレーズ

二番目 三番目 四番目
ピ
ン
イ
ン
と
声
調

単語 ピンイン 日本語
一番目対

象
漢
字

失单 shi1 dan1
警察に出す盗難紛失
届け

shi失1 失う

施しで失敗した師は、湿った一枚
の写真になっている。キーワード
は [写真,一] 漢字は 「施失师湿」の
2番目

菜单 cai4 dan1 メニュー cai菜4 野菜、おかず
おかずは、愛有るサイボーグが、
作ってくれる。キーワードは [サイ
ボーグ,愛] 漢字は 「菜」

保修单 bao3 xiu1 dan1 保証書 bao保3 保つ

満腹を保つ宝石ベッドでオリン
ピックを見る。キーワードは [ベッ
ド,オリンピック] 漢字は 「饱保
宝」の2番目

xiu修1 修理する

恥ずかしいが修理は休もう、油は
クリスマスには不要だ。キーワー
ドは [クリスマス,油] 漢字は 「羞修
休」の2番目

装箱单 zhuang1 xiang1
dan1

パッキングリスト zhuang装1 装う
荘園で化粧を装う王様は、じゃが
芋を掘る。キーワードは [じゃが
芋,王様] 漢字は 「庄妆装」の3番目

xiang箱1 箱

相互の箱に入った故郷の、よい香
りは、羊のクリスマスプレゼン
ト。キーワードは [クリスマス,羊]
漢字は 「相箱乡香」の2番目

胆石 dan3 shi2 胆石 shi石2 石

事実は、食べる時間を知っている
と、石を拾って初夜に一回投げつ
けられる。キーワードは [初夜,一]
漢字は 「实食时识石拾」の5番目

胆固醇 dan3 gu4 chun2 コレステロール gu固4 固定する、堅い

雇われて故意に固まりに注意する
踊りは、ギターで踊る。キーワー
ドは [ギター,踊り] 漢字は 「雇故固
顾」の3番目

chun醇2
濃い酒、アル
コール

唇からの、純粋なアルコールで、
腸ねん転の文章が出来上がる。
キーワードは [腸ねん転,文章] 漢字
は 「唇纯醇」の3番目

提心吊胆 ti2 xin1 diao4
dan3

おっかなびっくり心
中ドキドキ

ti提2 提案するの提
題目は、啼いたら提案一番、トマ
トを投げる。キーワードは [トマ
ト,一] 漢字は 「题啼提」の3番目

悬心吊胆 xuan2 xin1
diao4 dan3

おっかなびっくり心
中ドキドキ

xuan悬2
宙吊りになって
いる。危ない、
危険である

宙吊りで旋回し、原っぱをX線で調
査する。キーワードは [x lay,原っ
ぱ] 漢字は 「悬旋」の1番目

但是 dan4 shi4 しかし dan但4 但し

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の1番目

shi是4 これはなになに

これは、世の事市の事、室では武
士がサイズが丁度いい、誓いの
シューマイを一式食べている。
キーワードは [シューマイ,一] 漢字
は 「是世事市室士适誓式柿饰试视
势示释」の1番目

不但 bu2 dan4
のみならず。～ばか
りでなく

bu不2
次が４声の時
は、声調変化で
２声になる。

dan但4 但し

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の1番目

单 dan1

dan单1 単に

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の3番目

dan单1 単に

ぐずぐずする担当は、単に按摩と
ダッチワイフが好き。キーワード
は [ダッチワイフ,按摩] 漢字は 「耽
担单」の3番目

dan胆3 肝、胆嚢
肝がデカイのは、按摩屋のデブ。
キーワードは [デブ,按摩] 漢字は
「胆」

胆 dan3

dan胆3 肝、胆嚢
肝がデカイのは、按摩屋のデブ。キー
ワードは [デブ,按摩] 漢字は 「胆」

xin心1 心

心が新しければつらくても、漂っ
てくるうれしい音は、
クリスマスソング。キーワードは
[クリスマス,音] 漢字は 「心新辛馨
欣」の1番目

diao吊4 吊るす

調子に吊られ釣られてUターンする
薬は、ﾃﾞｨｵｰﾙを使う。キーワード
は [ディオール,薬] 漢字は 「调吊钓
掉」の2番目

但 dan4
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淡季 dan4 ji4 シーズンオフ dan淡4 淡い

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の2番目

ji季4 季節の季

既に国際技術計画を記録する寂し
い季節だ、Jimの一階へ行こう。
キーワードは [Jim,一] 漢字は 「既
际技计记寂季济继纪寄剂系绩迹」
の7番目

冷淡 leng3 dan4 冷淡 leng冷3 冷たい
冷たい、エンジェルの、レモン
ソーダ。キーワードは [レモン,エ
ンジェル] 漢字は 「冷」

dan淡4 淡い

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の2番目

尝咸淡 chang2 xian2
dan4

塩加減をみる chang尝2
味わう、体験す
る

常に長い腸を味わえる代償は、ス
バルに乗ったら腸ねん転になっ
た。キーワードは [腸ねん転,スバ
ル] 漢字は 「常长肠尝偿」の4番目

xian咸2 しょっぱい

しょっぱいのが嫌いな賢い人は、
暇なとき眼をＸ線で見る。キー
ワードは [X'lay,眼] 漢字は 「咸嫌
贤闲」の1番目

旅游淡季 lv3 you2 dan4 ji4 旅行のシーズンオフ lv旅3 旅
旅は、魚に、レモンをかけて食べ
るのが楽しみ。キーワードは [レモ
ン,魚] 漢字は 「旅」

you游2 遊ぶ

遊びの理由は、郵便局へ、特に油
だらけの斧を、持っていく。キー
ワードは [斧,油] 漢字は 「游由邮尤
油」の1番目

ji季4 季節の季

既に国際技術計画を記録する寂しい季節
だ、Jimの一階へ行こう。キーワードは
[Jim,一] 漢字は 「既际技计记寂季济继纪
寄剂系绩迹」の7番目

蛋糕 dan4 gao1
カステラスポンジ
ケーキ

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

gao糕1 小麦粉食品

高いねばねばした小麦粉食品は、ｵ
ﾘﾝﾋﾟｯｸのｶﾞｰﾄﾞﾏﾝに取られた。キー
ワードは [ｶﾞｰﾄﾞﾏﾝ,ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ] 漢字は
「高膏糕」の3番目

笨蛋 ben4 dan4
馬鹿、間抜け、のろ
ま

ben笨4 馬鹿である
ばかものは、ビールで恩を返す。
キーワードは [ビール,恩] 漢字は
「笨」

皮蛋 pi2 dan4 ピータン pi皮2 皮

ビールは疲れた脾臓の皮を、ポッ
キーで一枚削って飲む。キーワー
ドは [ポッキー,一] 漢字は 「啤疲脾
皮」の4番目

鸡蛋 ji1 dan4 ニワトリの卵 ji鸡1 ニワトリ

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の2番目

巨蛋 ju4 dan4 ドーム ju巨4 巨大である

巨大なセンテンスの距離によっ
て、恐れる魚がJimに居る。キー
ワードは [Jiｍ,魚] 漢字は 「巨句距
据惧剧具聚拒」の1番目

炒蛋 chao3 dan4
煎り卵、スクランブ
ルエッグ

chao炒3 炒める

炒め物で言い争うとオリンピック
では、Cherryが出てくる。キー
ワードは [cherry,オリンピック] 漢
字は 「炒吵」の1番目

dan淡4 淡い

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の2番目

淡 dan4

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

蛋 dan4
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煎鸡蛋 jian1 ji1 dan4 目玉焼き jian煎1
油で焼く、煎じ
る

堅くて尖った目も、煎じてしまえ
ばJａｚｚが見れる。キーワードは
[Jazz,眼] 漢字は 「监肩间奸坚尖
煎」の7番目

煮鸡蛋 zhu3 ji1 dan4 ゆで卵 zhu煮3 煮る

主人が言いつけた、煮える踊り
は、ジェンカです。キーワードは
[ジェンカ,踊り] 漢字は 「主嘱煮」
の2番目

蒸鸡蛋羹 zheng1 ji1 dan4
geng1

茶碗蒸し zheng蒸1 蒸す

特徴は、争って蒸したエンジェル
はじゃが芋みたい。キーワードは
[じゃが芋,エンジェル] 漢字は 「征
争蒸」の3番目

geng羹１
とろみのある
スープ

番茄蛋汤 fan1 qie2 dan4
tang1

卵とトマトのスープ fan番1 外国の

翻った外国の按摩は、、ファス
ナー外しがうまい。キーワードは
[ファスナー,按摩] 漢字は 「翻番」
の2番目

qie茄2 野菜のなす
ナスは、夜のうちに見積もってお
く。キーワードは [quote,夜] 漢字
は 「茄」

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目

tang汤1 スープ
スープは、スバルの狸汁。キーワードは
[狸,ｽﾊﾞﾙ] 漢字は 「汤」

诞 dan4 圣诞节 sheng4 dan4
jie2

クリスマス sheng圣4 聖なる

盛大に勝ったあまりを、聖なるエ
ンジェルは、シューマイにする。
キーワードは [シューマイ,エン
ジェル] 漢字は 「盛胜剩圣」の4番
目

dan诞4 誕生日

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の4番目

jie节2 季節の節

結婚の節目に純潔な睫毛が夜のＪ
ｏｋｅのネタになる。キーワード
は [joke ,夜] 漢字は 「结节洁睫」
の2番目

蛋 dan4

ji鸡1 ニワトリ

飢えたニワトリの基地は、激しく
撃たれた機械を積み重ね,ほとんど
一階のJazz喫茶に有る。キーワー
ドは [Jazz,一] 漢字は 「饥鸡基激
击机积几」の2番目

dan蛋4 卵

但し淡い卵は、誕生日に按摩屋
で、ディオールと交換して。キー
ワードは [ディオール,按摩] 漢字は
「但淡蛋诞」の3番目
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